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アジア研究教育拠点事業 
平成２２年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 東京工業大学 
（ フ ィ リ ピ ン ）拠 点 機 関： フィリピン大学 
（ タ イ ） 拠 点 機 関： カセサート大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： アジアにおける都市水環境の保全・再生のための研究教育拠点   
                           （交流分野：土木環境工学） 
（英文）： Establishment of Core Institutions for Preservation and Restoration of Urban 

Water Environments in Asia（交流分野：Civil and Environmental Engineering）  
研究交流課題に係るホームページ：https://sites.google.com/site/asianwaterenvironments/ 
 
３．採用年度 
 平成 22 年度（1 年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：東京工業大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・伊賀健一 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：理工学研究科・准教授・吉村千洋 
 協力機関：東京工科大学、岐阜大学 
 事務組織：東京工業大学 国際部国際事業課 
 
相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：フィリピン 
拠点機関：（英文）University of the Philippines （和文）フィリピン大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：Department of Civil Engineering・Professor・
Ricardo G. Sigua 

 協力機関：（英文）De La Salle University、University of San Carlos、Central Luzon 
State University、Mapua Institute of Technology 

（和文）デラサール大学、サンカルロス大学、セントラルルソン大学、マプア

工科大学 
 経費負担区分：１ 
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（２）国（地域）名：タイ 
拠点機関：（英文）Kasetsart University 

      （和文）カセサート大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：Department of Environmental Engineering・

Professor・Chart Chiemchaisri 
 協力機関：（英文）Thammasat University, Naresuan University  

（和文）タマサート大学、ナレサワン大学 
 経費負担区分：１ 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
人口増加や経済の発展に伴い、アジアの主要都市における環境問題は深刻化している。

地球温暖化も顕在化しつつある中で、都市基盤でもある河川、湖沼、地下水、上下水道シ

ステムなどを含めた都市水環境を保全・再生することが強く求められている。交流拠点と

なるフィリピン大学およびカセサート大学は、東京工業大学とこれまでに拠点大学交流事

業（日本学術振興会、平成 11～20 年度）「アジア型都市地域における環境と調和したイン

フラ整備モデルの構築」を成功裏に実施していることから、環境分野において拠点機関と

既に協力関係を確立しており、本事業では世界水準の研究教育拠点を継続的に発展させる。 
この枠組みの中で、大学院生、研究員、助教、主要メンバーという多層的な学術交流を

通じて、次の研究交流目標の達成を試みる。１）東アジアと東南アジアにおける環境デー

タベースを構築することで、各地域における自然環境特性や水環境問題を共有・認識し、

その上で２）今後予想される社会構造や気候の変動を見据えて目標とすべき都市水環境像

を導出し、３）各国における最先端の都市水環境の保全・再生技術を地域ごとに最適化す

ることにより、アジアにおける都市環境の保全・再生のための拠点構築を目指す。 
また、本学術交流事業を通じて、大学院生を含めた若手研究者がアジアにおける水環境

問題の多様性を科学的に理解するだけでなく、問題を現地で認識することにより、環境問

題の多面的な特性を総合的に捉える能力、および文化の壁を越えて共同作業・研究を遂行

する能力を身につけるよう指導する。したがって、本事業は５年間におけるアジア研究教

育拠点の構築だけでなく、その後のアジアにおける都市水環境の保全へ実効的な技術や政

策を継続的に提案できる活動拠点の基盤を形成するものである。 
 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 平成 22 年度から開始 
 
７．平成２２年度研究交流目標 
研究協力体制の構築：フィリピンとタイにおけるグループごとのワークショップにおいて

今後５年間の研究協力体制を確認するとともに、全体セミナー（11 月に予定）において

環境データベースの運営体制や活用方針を検討する。 

学術的観点：マニラとバンコクにおいて改善すべき水環境を視察し、今後取り組むべき環
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境問題を明確化する。その上で、関連する分野の文献調査や既往の環境情報を収集する

ことで、現地における調査研究方法を検討し、効果的なモニタリング手法の提案を目指

す。 

若手研究者養成：研究協力体制を構築する過程において若手研究者を、研究会議や現地視

察に参加させ、またセミナーでは既往の取り組みを共有させる。その上で、文献調査に

基づいて環境モニタリング手法の提案をさせることで、環境改善への問題意識を高める

と同時に、水環境管理に必要な基礎的知見や技術を習得させる。 
 
８．平成２２年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

マニラとバンコクで予定しているグループごとのワークショップにおいて、今後５年間

の共同研究体制を確認するとともに、全体セミナー（11 月頃に予定）において環境データ

ベースの運営体制や活用方針を検討する。各ワークグループで取り組む研究は、後述する

研究課題の１～３に対応し、その概要は以下の通りである。 

 

ワークグループ 研究課題 キーワード 

１ R－1 水循環、水害、水資源 

２ R－2 河川水質、水道水源、下水道 

３ R－3 地下水質、土壌環境、廃棄物処分場 

 

そして、マニラとバンコクにおいて改善すべき水環境を視察し、今後取り組むべき環境

問題を明確化し、グループごとに拠点間で連携を図り、文献調査や既往の環境情報の収集

を進める。 

 
８－２ セミナー 

第１回アジア水環境セミナーを１１月頃にマニラで開催し、拠点大学間の連携を確認・

強化する。このセミナーにはすべてのワークグループが参加し、アジアの代表的な都市に

おける水環境問題を共有し、また参加メンバーによる最新の研究発表やフィールドトリッ

プなどを通じて、問題意識を高めると同時に共同研究の推進を図る。 

 また、３拠点のコーディネーターを中心とした運営会議も開催し、すべての参加メンバ

ーがスムーズに研究交流を行えるように、今後の運営方針、交流計画、事業ホームページ、

データベースシステムなどを確認・検討する。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

第１四半期に日本側グループ代表（３名）がフィリピン大学とカセサート大学を訪問し、

研究協力体制や実施計画等を協議する。 

また、本事業のホームページを開設し、広く事業紹介すると同時に参加研究者間での環

境情報や研究成果を共有できるようにする。そして、環境データベースを構築するために
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東京工業大学内にファイルサーバを設置し、広く公開する以前の基礎環境データや観測デ

ータ、また著作権等で保護されている文献などをメンバー内で共有するためのシステムを

作る。以上のように、情報インフラを活用して３拠点間で常に共同研究ができる体制を構

築する。 

 
９．平成２２年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

フィリピン

<人／人日>

タイ 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 
 26/124 16/74   42/198 

フィリピン 

<人／人日> 
(2/10)     （2/10）

タイ 

<人／人日> 
(2/10) (2/10)    （4/20）

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 
（4/20） 

26/124 

（2/10）
16/74   

42/198 

（6/30）

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流計画 

3／6 <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流計画状況 

１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 22 年度 研究終了年度 平成 26 年度 

研究課題名 （和文）アジアの都市水管理における極端水文事象への対応 

（英文）Urban Water Management in Asian Cities against Extreme 

Hydrologic Events 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）木内豪・東京工業大学・総合理工学研究科・准教授 

（英文）Tsuyoshi Kinouchi・Interdisciplinary Graduate School of 

Science and Engineering・Tokyo Institute of Technology・Associate 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Guillermo Tabios・University of the Philippines・Professor 

Winai Liengcharernsit・Kasetsart University・Associate Professor

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 フィリピン タイ 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

<人／人日> 
 5/25 5/25 10/50 

フィリピン 

<人／人日> 
(1/5)   (1/5) 

タイ 

<人／人日> 
(1/5)   (1/5) 

合計 

<人／人日> 
(2/10) 5/25 5/25 

10/50 

(2/10) 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

R-１（水循環、水害、水資源）では、３つの拠点都市における水害対策

や水資源確保の観点から共同研究として検討すべき問題事象の抽出を行

うとともに、タスク１（水環境データベースの構築）に着手する。 
期待される研究

交流活動成果 

本研究交流計画で重点的に取り組む問題事象が明確化されるとともに、

共同研究実施に必要となる情報の収集と共有化が行われる。 

日本側参加者数  

19 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（フィリピン）国（地域）側参加者数 

9 名 （１３－２ （フィリピン）国側参加者リストを参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

5 名 （１３－３ （タイ）国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 22 年度 研究終了年度 平成 26 年度 

研究課題名 （和文）アジアの主要都市を対象とした効果的な水環境の水質保全手法の

開発 

（英文）Development of efficient methods for water quality 

conservation in major Asian cities 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）吉村千洋・東京工業大学・理工学研究科・准教授 

（英文）Chihiro Yoshimura・Graduate School of Science and Engineering・

Tokyo Institute of Technology・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Leonardo Liongson・University of the Philippines・Associate Professor

Patcharaporn Suwanvittaya・Kasetsart University・Associate Professor

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 フィリピン タイ 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 4/20 4/20 8/40 

フィリピン 

<人／人日> 
    

タイ 

<人／人日> 
(1/5)   (1/5) 

合計 

<人／人日> 
(1/5) 4/20 4/20 

8/40 

(1/5) 

② 国内での交流      3 人／6人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

R－2（河川水質、水道水源、下水道）では交流拠点都市を対象とした河川・

湖沼の水質データの収集を開始する。また、地理的特性と都市文化を踏ま

えて都市ごとに水質問題の抽出や予備的水質調査を実施した上で、次年度

以降の調査計画を策定する。 

期待される研究

交流活動成果 

アジアにおける各主要都市における重要な水質問題が整理され、各種リス

ク推定の基礎となる予備水質評価が実施される。これにより都市特性に応

じた効果的な水質モニタリング手法が提案される。 

日本側参加者数  

15 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（フィリピン）国側参加者数 

8 名 （１３－２ （フィリピン）国側参加者リストを参照） 

（タイ）国側参加者数 

8 名 （１３－３ （タイ）国（側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成 22 年度 研究終了年度 平成 26 年度 

研究課題名 （和文）土壌・地下水環境の保全と再生 

（英文）Preservation and Rehabilitation of Soil and Ground Water 

Environment 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）竹村次朗・東京工業大学・理工学研究科・准教授 

（英文）Jiro Takemura・Graduate School of Science and Engineering・

Tokyo Institute of Technology・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Maria Tauchuling・University of the Philippines・Associate Professor

Cheema Soralump・Kasetsart University・Associate Professor  

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 フィリピン タイ 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 4/20 4/20 8/40 

フィリピン 

<人／人日> 
(1/5)   (1/5) 

タイ 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 
(1/5) 4/20 4/20 

8/40 

(1/5) 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

R-3（地下水質、土壌環境、廃棄物処分場）ではマニラとバンコクで地下水・

地盤環境に関するワークショップを開き、フィリピン、タイにおける地下

水資源利用状況、地下水水質、各種汚染源等、地下水環境の概況について

確認し、地下水源の保全、汚染地下水の修復のデータベースの構築、環境

影響評価手法の提案、再生手法の最適化に向けた５年間の研究計画を策定

する。更に、フィリピン、タイにおける研究サイトの抽出を行い、そのサ

イトの現状評価を目的としたモニタリング計画の策定、予備調査を開始す

る。 

期待される研究

交流活動成果 

地下水環境に及ぼす自然（降雨量、地形、流域面積、地層構成等）、産業、

社会条件等の影響を考慮し、各都市の状況に応じた合理的な地下水環境モ

ニタリング手法の確立に向けた検討、予備調査を行う。これによって来年

度からの本格的なデータ収集に向けた課題を明らにし、スムーズなデータ

の蓄積、地下水環境評価モデルの構築が可能となる。 

日本側参加者数  

11 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 
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（フィリピン）国側参加者数 

8 名 （１３－２ （フィリピン）国側参加者リストを参照） 

（タイ）国側参加者数 

6 名 （１３－３ （タイ）国側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施するセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 

第１回アジア水環境セミナー 
（英文）JSPS Asian Core Program 

First Seminar on Asian Water Environments 

開催時期 平成２２年１１月１１日 ～ 平成２２年１１月１２日（２日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）フィリピン、マニラ、フィリピン大学 

（英文）Philippine, Manila, University of the Philippine 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）吉村千洋・東京工業大学・理工学研究科・准教授 

（英文）Chihiro Yoshimura・Graduate School of Science and 

Engineering・Tokyo Institute of Technology・Associate Professor

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Ricardo G. Sigua・Department of Civil Engineering・Professor

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（フィリピン） 

日本 
<人／人日> 

A. 10/50
B. 
C. 

フィリピン 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 25/50

タイ 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 2/10

合計 
<人／人日> 

A. 10/50
B. 
C. 27/60

A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 このセミナーにはすべてのワークグループが参加し、研究成果

の発表や議論を通じてアジアの代表的な都市における水環境問題

を共有する。また最新の研究発表やフィールドトリップなどを通

じて参加者の問題意識を高めると同時に、若手研究者の育成を図

り、共同研究を推進する。 

 また、３拠点のコーディネーターを中心とした運営会議も開催

し、すべての参加メンバーがスムーズに研究交流を行えるように、

今後の運営方針、交流計画、事業ホームページ、データベースシ

ステムなどを確認・検討する。 
期待される成果  セミナーの開催により以下のような成果が期待される。 

・研究交流の促進 
  若手研究者を含めてすべてのグループの研究者が参加するた

め、３拠点間での研究交流が促進される。 
・研究課題および研究成果の共有 
 お互いの既往の研究を共有した上で、研究発表セッションや分

科会において水環境改善への効果的な取り組みを検討すること

で、データベースを活用した共同研究が推進される。 
・若手研究者の育成 
 若手研究者には積極的に研究発表に参加させ、またフィールド

トリップや各種調査法を体験的に習得させることで、ポスドクや

大学院生の研究レベルを向上させる。 
・次年度以降の研究交流計画の策定 
 日本への研究者招聘を含め、グループごとに次年度の研究交流

計画が策定される。 

セミナーの運営組織 現地開催責任者である Ricardo G. Sigua 氏を中心に、フィリピン

大学の研究者が会場の準備やフィールドトリップの実施などを行

う。また、セミナーの学術的内容（プログラムや分科会の開催な

ど）については、各拠点大学のグループリーダーが中心となって

立案し、現地スタッフと連携しながら開催する。 
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開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 外国旅費      金額 1,800,000 円 
   その他            200,000 円 
             合計 2,000,000 円 

（フィリピン）国（地

域）側 
内容 会議費       金額   200,000 円 
   国内旅費           10,000 円 

（タイ）国（地域）側 内容 外国旅費      金額   240,000 円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

フィリピン

<人／人日> 

タイ 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 3/9 3/9 6/18 

フィリピン 

<人／人日> 
    

タイ 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 
 3/9 3/9 6/18 

②  国内での交流       0 人／0人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

東京工業大学・ 

准教授・吉村千洋 

フィリピン・マニラ・フ

ィリピン大学、 

タイ・バンコク・カセサ

ート大学 

５月 交流拠点の主要メンバー

との研究協力体制や実施

計画等の協議 

東京工業大学・ 

准教授・木内豪 

フィリピン・マニラ・フ

ィリピン大学 

タイ・バンコク・カセサ

ート大学 

５月 交流拠点の主要メンバー

との研究協力体制や実施

計画等の協議 

東京工業大学・ 

准教授・竹村次朗 

フィリピン・マニラ・フ

ィリピン大学、 

タイ・バンコク・カセサ

ート大学 

５月 交流拠点の主要メンバー

との研究協力体制や実施

計画等の協議 
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１１．平成２２年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 350,000 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 7,230,000

謝金 100,000  

備品・消耗品購
入費 

2,920,000  

その他経費 200,000  

外国旅費・謝金
に係る消費税 

0 大学の負担とする。 

計 10,800,000
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 1,080,000
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。

合  計 11,880,000  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 750,000 6/18 

第２四半期 2,000,000 5/25 

第３四半期 7,500,000 34/161 

第４四半期 550,000 0/0 

合計 10,800,000 45/204 

 


